
ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

1 仙台市 仙台シティセールスサポーター

市民、市民団体、地元企業、市外在住の仙台出身者、仙台ゆかりの方々などを対
象に、仙台を愛し、自ら仙台のシティセールスのために行動するシティセールスサ
ポーターを募集し、それぞれの自主的なセールス活動、ホスピタリティ提供活動を
支援するとともに、活動の輪を広げていく

1,000 交流政策課計１０５事業（１８市町村）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）昨年度調査結果　計７９事業（１６市町村）

2 仙台市
民間シェルター入所者支援等事業
補助金

民間シェルター入所者及び暴力被害女性に対する相談等 2,370 男女共同参画課

3 仙台市 仙台市消費者団体育成補助金
特定非営利活動法人仙台・みやぎ消費者支援ネット事業（制服リサイクルバンク、
リーダー養成講座、暮らし出前講座）に対する補助金交付

2,000 消費生活センター

4 仙台市
仙台市生活学校連絡協議会補助
金

より良い生活や住みよい地域をつくるために、関係者で話し合い合意を得て問題を
解決していく運動（生活学校運動）を行っている各生活学校を構成員とする仙台市
生活学校連絡協議会に対する補助金の交付

620 消費生活センター

5 仙台市 仙台市スポーツ連盟育成補助
仙台市内のスポーツ，レクリェーシヨン活動を推進する団体の総括を行い，仙台市
のスポーツの振興を図る。

12870 スポーツ振興課

6 仙台市
仙台市学区民体育振興会連合会
育成補助

仙台市内の小学校区単位に結成された学区民体育振興会及び各区学区民体育振
興会で組織し，各種スポーツ大会の開催や指導者研修会を通して仙台市のスポー
ツの振興を図る。

18,864 スポーツ振興課

7 仙台市
仙台市レクリェーション協会育成補
助

仙台市のレクリェーシヨン活動の普及発展のため各種レクリェーション活動を行い，
仙台市のスポーツの振興を図る。

605 スポーツ振興課

8 仙台市 仙台市体育協会育成補助 各種スポーツ協議会，講習会等の実施を通して，仙台市のスポーツの振興を図る。 17,661 スポーツ振興課

9 仙台市
ホームレスの人々による　　公園等
清掃事業

ホームレスに社会参加の機会を提供し,就労・自立の意欲の向上を図ることを目的
として,ホームレスによる公園や道路,河川等の清掃を行う。

1,840 社会課

10 仙台市
仙台市障害者地域活動推進セン
ター運営費補助

仙台市障害者地域活動推進センター運営費補助金交付要綱により運営費を補助。 3,762 障害者更生相談所

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】
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（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

11 仙台市 仙台いのちの電話運営費補助
社会福祉法人仙台いのちの電話の運営に関し補助金を交付するもの（対象経費：
電話相談研修費）

450 健康増進課

12 仙台市 商店街地域ビジネス連携促進事業

尐子高齢化社会の中で、地域の多様なニーズに応じるため、地域の商業者がNPO
団体等と連携し行う、新たな生活支援サービスの開発・提供等のモデル的な事業を
支援することにより、商業者団体が連携した地域ビジネス事業を促進し、地域コミュ
ニティの向上と、地域の活性化に資する。（1件あたりの限度額：2,000千円）

2,250 地域産業支援課

13 仙台市 商店街空き店舗活用事業
商店街等が、地域の特性や商業環境を把握し、空き店舗を活用した事業を通じて
商店街の課題対応や資源活用を行い、商店街の機能強化を図る費用を助成する。

2,500 地域産業支援課

14 仙台市 観光ボランティアガイド事業

　仙台市を訪れる観光客に仙台を正しく理解・認識していただくため、仙台市内の祭
や観光地・観光施設などを案内・紹介するシニアによる観光ガイド事業。活動への
助成金交付、研修会場の提供などにより、よりよいガイド活動を行うボランティア育
成を図る。

194 観光交流課

15 仙台市 坪沼乗合タクシー運営事業
バス路線の廃止に伴い，地域住民団体が運行させた乗合タクシーについて，運営
への助言や運行経費の一部を補助する事業

2,500 公共交通推進課

16 仙台市 コミュニティ活性化事業
コミュニティビジョンを基本的な指針として、地域コミュニティ活性化を進める事業。
青葉区では団体の相互交流・連係を促進する仕組みづくりの事業を進める。

754
青葉区まちづくり推
進課

17 仙台市 ほたるの里づくり
自然環境の理解と認識を深め、ホタルの飼育保護のために、水環境を保全するこ
とを目的にとして、ホタルの生息状況の情報やホタルと触れ合う機会を提供する。

700
青葉区まちづくり推
進課

18 仙台市 定禅寺ストリートアート展
人々が集い賑わいを創出して品位ある文化のかおり高いまちづくりを図ることを目
的に、各種アートを発表できる機会を提供する。

500
青葉区まちづくり推
進課

19 仙台市 西公園キャンドルライトファンタジー
西公園の活性化と世代間交流を図ることを目的に、手づくりろうそくを利用したキャ
ンドルパフォーマンスを行う。

700
青葉区まちづくり推
進課

20 仙台市
仙台の昔を伝える紙芝居作り・上
演

仙台の歴史や文化を後世に伝えることを目的とし、民話等を題材とした紙芝居を企
画制作するほか、広く一般から募集して作成し、多くの機会を捉え上演する。

青葉区まちづくり推
進課
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（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

21 仙台市 仙台伝統ものづくり塾
仙台の伝統民芸の体験を理解してもらい、歴史の中に息づく生活文化としての民芸
や産物について得た知識を地域や職場等で話題として広く周知してもらう。

青葉区まちづくり推
進課

22 仙台市 まちづくり活動助成事業
地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために市民が自発的に取り組む
まちづくり事業に対して助成を行う。助成だけでなく、広報を支援したり、後援したり
する場合もある。

3,300
青葉区まちづくり推
進課

23 仙台市 地元学地域連携事業 身近な地域を知ることで,まちづくりを考えるきっかけをつくる。 700
宮城野区まちづくり
推進課

24 仙台市 岡田地区クリーンアップ事業
地域全体として不法投棄抑止を目指すと共に、地域の特色や資源を生かした取組
みを行うことにより、よりよい地域づくりにつなげる事業。

300
宮城野区まちづくり
推進課

25 仙台市 水都わかばやしフォーラム　ほか
若林区の財産である水辺環境について広く区民に発信し、水辺を守ろうとする意識
を高めることを目的とする市民団体が主体となり、水辺に関するレクチャーや展示、
ディスカッションを行う。

450
若林区まちづくり推
進課

26 仙台市 太白区まちづくり推進協議会運営
区民の参加と協働によるまちづくりを推進する区まちづくり推進協議会の運営費を
補助する。

970
太白区まちづくり推
進課

27 仙台市
広瀬川灯ろう流し　「光と水とコン
サートの夕べ」

広瀬川の歴史と文化に触れることで、河川のいやしの魅力とコンサートや花火の打
ち上げなどを開催し、人々の交流を深め、地域のコミュニケーションを構築する。

1,418
太白区まちづくり推
進課

28 仙台市 常設展示解説
ボランティアによる常設展示室での解説や、質問への対応、館庭＜仙台城三の丸
跡＞の案内、映像を使っての館内案内

24 博物館

29 仙台市 国際交流活動助成事業
市民の国際交流・協力活動や異文化理解の促進を図るため、市民団体の国際交
流事業に対して助成を行う。

2,566 交流政策課

30 仙台市 市民活動支援事業
国際交流・国際協力・多文化共生等に関する活動を行う団体を対象とした研修会や
情報交換会を開催し、ネットワークづくりを支援する。

83 交流政策課
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（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

31 仙台市
市民活動サポートセンター管理運
営

ＮＰＯやボランティア団体などによる非営利で公益的な活動を総合的に支援するた
めの拠点施設「市民活動サポートセンター」の運営管理を、指定管理者である特定
非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンターとの協働により行っている。
市民活動サポートセンターには５つの機能（①市民活動の場の提供、②市民・企
業・行政の連携及び交流の推進、③情報の収集・提供、④人材育成、⑤相談対応）
があり、各種講座やイベントの開催、情報収集・提供、相談対応などを行っている。

76,067 地域活動推進課

32 仙台市 地域安全安心街づくり事業補助
おおむね単位町内会から小学校区程度の地域において，防犯活動を目的に自主
的に結成された団体に対し，その活動経費を補助する。

3,240 市民生活課

33 仙台市
男女共同参画推進のための市民
団体との協働事業

男女共同参画につながる市民のみなさんの自主的な活動を実施する団体に対して
活動費用の一部を助成する助成事業と企画段階から市民団体と協議を行って実施
する企画協働事業を実施する。

1,519 男女共同参画課

34 仙台市
㈶仙台市市民文化事業団 助成事
業

向こう1年間に実施される市民企画文化事業を年2回公募し、審査会を経て資金助
成を行うもの。助成金額は、対象事業の収支差額の範囲内かつ助成対象経費の2
分の1以内。

17,700
事務経
費含む

(財)仙台市市民文化
事業団

35 仙台市
小地域福祉ネットワーク等推進事
業

小地域福祉ネットワーク活動とは，高齢者，障害者等支援を必要とする方が，住み
慣れた地域で自立した生活が送れるよう，地区社会福祉協議会を実施主体として，
民生委員やボランティア団体等の福祉活動団体と連携して支援を行うネットワーク
活動である。本事業は小地域福祉ネットワーク活動を推進するため，市社協から地
区社協に事業費を助成する事業であり，その助成金の原資の一部や地域福祉活
動推進員設置事業費を市が補助金として助成しているものである。

18,935 社会課

36 仙台市
仙台市給食サービスボランティア
事業

バランスの取れた食事を提供することによる健康状態の維持、コミュニケーションの
確保及び孤立化の防止など、高齢者の介護予防に資するため、ボランティア団体
等が行う給食サービス事業に対して助成を行う。
（1件あたりの限度額：450万円）

22,009 高齢企画課

37 仙台市
仙台市ボランティア団体等先導的
事業助成（ふれあいデイホーム）

ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者等を対象に、生活指導や軽運動等のさまざ
まな活動及び昼食等の提供を行い、高齢者の介護予防に視する活動を実施するボ
ランティア団体を支援する。

16,284 高齢企画課
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38 仙台市
仙台市ボランティア団体等先導的
事業助成（高齢者支援活動促進事
業）

ボランティア団体等が高齢者等を対象に行う保健福祉分野における先導的事業に
対して一定の助成を行い、自主性を尊重しながら活動を支援する。（助成を受けた
初年度は年額25万円、2年目は20万円、3年目は15万円を限度とする）

1,350 高齢企画課

39 仙台市 自死遺族支援活動助成制度
自殺者の親族等を支援する活動に対し、当該事業費について補助金を交付するも
の（公募による／１件あたりの限度額20万円）

400 健康増進課

40 仙台市
[環境社会実験］
未来プロジェクトin仙台

　環境に配慮し、将来の世代を含むみんなが安心して暮らすことのできる、持続可
能な社会の実現を目指すため、環境配慮型の行動を社会に広げ、定着させていけ
るような取組を広く募集し、選考の上採用、委託事業の形実施する。

635 環境都市推進課

41 仙台市
健康福祉サービス・機器に関する
ビジネス開発委託事業

仙台フィンランド健康福祉センターの機能を活用し健康福祉機器・サービスに関す
る新規事業を行う企業、NPO法人等を支援し，仙台地域における健康福祉産業クラ
スターの形成を促進する。

9,000
(財)仙台市産業振興
事業団

42 仙台市 まちづくり活動支援事業

市民が主体的に行うまちづくり活動を支援するために，地区の団体からの要望に対
して，本市に登録されたまちづくり専門家を派遣する制度。
（まちづくりアドバイザー派遣：まちづくり活動の初期段階にあり，学習活動等を行う
団体に対して派遣。派遣1回あたり5万円とし，1団体あたり年６回以内の派遣で，派
遣期間２年を限度。）
（まちづくりコンサルタント派遣：まちづくり計画案策定活動を行う団体に対して派
遣。1団体で1年あたり100万円を限度とし，派遣期間3年を限度。）

4,600 都市計画課

43 仙台市
景観まちづくり協議会等活動助成
金交付要綱

杜の都の風土を育む景観条例に規定する「景観まちづくり協議会」の認定を受けた
団体に対し、景観形成に関する調査・研究、研修・啓発等の活動に係る助成金を交
付する。

300 都市計画課

44 仙台市 緑の認定団体活動助成
緑の活動団体の認定を受けた団体が行なう緑の保全、創出、普及に関する活動に
対し、助成を行なう。
（1団体あたりの限度額10万円）

750 百年の杜推進課
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（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

45 仙台市 公園愛護活動支援事業

仙台市公園愛護協力会は仙台市の各区に５つの支部があり、平成21年度は仙台
市全体で1,107団体の協力会が結成されており、主な会員の構成は町内会が約7
割、子供会が約１割、その他婦人会、老人会となっている。活動頻度としては、年に
数回から月１回活動している。

36,485 公園課

46 仙台市 仙台市河川愛護会
市内の各河川において、町内会を構成母体とする１９団体が、自主的に河川愛護
活動を行っており、市では、事務局として側面より支援するもの。

2,783
（県補助

金含）
河川課

47 仙台市 まちづくり活動助成事業
地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために市民が自発的に取り組む
まちづくり事業に対して助成を行う。助成だけでなく、広報を支援したり、後援したり
する場合もある。（１件あたりの限度額：50万円）

3,300
青葉区まちづくり推
進課

48 仙台市 まちづくり活動助成事業
地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために市民が自発的に取り組む
まちづくり事業に対して助成を行う。（１件あたりの限度額：50万円）

1,550
宮城野区まちづくり
推進課

49 仙台市 まちづくり活動助成事業
地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために市民が自発的に取り組む
まちづくり事業に対して助成を行う。（１件あたりの限度額：50万円）

若林区まちづくり推
進課

50 仙台市 まちづくり活動助成事業 市民団体が行うまちづくり活動に対する公募による助成事業を行う。 3,440
太白区まちづくり推
進課

51 仙台市 まちづくり活動助成事業
地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために市民が自発的に取り組む
まちづくり事業に対して助成を行う。（１件あたりの限度額：50万円）

1,500
泉区まちづくり推進
課

52 仙台市
地域文庫の会に対する補助金交
付

児童の読書活動の促進を図るため，仙台市図書館に協力し，その所蔵する図書を
地域の児童に無償で公開し，文庫活動を行っている者で組織する地域文庫の会の
活動に要する経費に対し補助金を交付する。

644 市民図書館

53 石巻市 石巻市地域づくり基金事業助成金
市民の一体感を醸成するまちづくり活動や、地域振興（地域おこし）活動を自主的
に行う団体に対して交付し、地域の活性化や協働のまちづくりの推進のため、自ら
考え、自ら具体化していく活動に対し助成する

5,000 300
企画部市民活動推
進課

２１年度実績：
4,868,000円



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

54 石巻市 石巻市国際交流協会補助金
市民の国際交流活動促進、関係機関との連絡調整、各部会（広報・研修・交流）の
事業支援等の運営費として交付している。

750 750
企画部市民活動推
進課

55 石巻市 ＮＰＯ法人石巻市体育協会補助金 本市とスポーツ振興基本計画推進に係る協定を締結し、各種事業実施に取組む 2,700 2,700
教育委員会体育振
興課

56 塩竈市 佐藤鬼房俳句大会補助金
塩竈ゆかりの俳人佐藤鬼房を偲び、顕彰する俳句大会を支援することにより、新た
な塩竈の魅力事業として本市芸術文化の振興を図り、かつ市民相互の芸術文化に
よる意識の向上や自主的な芸術活動への促進が図られる。

300 300 生涯学習センター
佐藤鬼房顕彰全
国俳句大会実行
委員会

57 塩竈市
塩竈フォトフェスティバル事業補助
金

「写真のまち塩竈」の魅力を発信し、アートでの活気あるまちづくりを推進することを
目的に開催された。来塩する人々も多く、塩竈の魅力を全国に発信する機会でもあ
り、市民協働の大きな事業である。

1,500 1,500 生涯学習センター
塩竈フォトフェステ
バル実行委員会

58 塩竈市 家庭教育支援総合推進事業
低下している家庭教育力向上のため、市民のグループや団体が企画し、広く市民
に向けて実施しようとする家庭教育に関する講座・ワークショップ等の活動を支援を
行う。内容は、講座実施に係る講師謝金の負担、講師選定や広報の支援。

625 20 生涯学習課

59 塩竈市 塩竈学まちづくり学習支援事業
塩竈学の推進及び市民の自主的な学習活動を奨励するため、市民のグループや
団体が地元学に関する講座等を自ら企画し、実施する学習活動に対して支援を行
う。内容は、講師謝金の負担、広報活動や会場確保の支援。

490 10 生涯学習課

60 塩竈市 塩竈市婦人会補助金
婦人団体の自主的活動を推進し、婦人団体の育成と活性化を図ることを目的として
交付する。

62 62 生涯学習課

61 塩竈市 塩竈神楽保存会事業補助金
塩竈神楽保存会が行う塩竈神楽の保存伝承活動を推進することにより、伝統芸能
の振興と伝承者の育成を図る。なお、平成22年3月1日付で、塩竈神楽が塩竈市無
形民俗文化財に指定されている。

45 45 生涯学習課

62 塩竈市
塩釜市芸術文化協会技術文化振
興事業

塩竈市民の芸術文化鑑賞の機会を提供し、もって市民の芸術文化の振興と発展を
図る。

123 123 生涯学習課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

63 塩竈市
塩竈市父母教師会連合会事業補
助金

父母教師会活動の推進及び発展により教育の振興を図ることを目的として交付す
る。

45 45 生涯学習課

64 塩竈市
塩竈市子ども会育成連合会事業補
助金

次世代を担う青尐年の健全育成のため、子ども会及び子ども会育成会活動の活性
化を図ることを目的として交付する。

64 64 生涯学習課

65 塩竈市 児童館児童健全育成事業
児童の健全育成事業として、児童館イベントへの協力や環境整備、並びに子育て
支援事業への参画する団体に対し、助成する。

189 189 児童福祉課 梅の宮母親クラブ

66 塩竈市 花いっぱいまちづくりの助成金
住民参加による都市緑化を目的に、道路・公園・広場などの公共施設に植栽してい
る子供会・町内会の有志などからなる団体に経費の一部を助成する

50 20 土木課

67 塩竈市
塩竈市交通安全母の会事業費助
成金

交通安全を願う母親の立場から運動の推進に寄与している当該団体が実施する事
業に対し、助成金を交付する。

45 45 防災安全課

68 塩竈市
塩竈市婦人防火クラブ連合会事業
費

家庭婦人への防火・防災活動の強化、促進に寄与している当該団体が実施する事
業に対して助成金を交付する。

98 90 防災安全課

69 塩竈市 塩竈市防犯協会助成金
防犯活動の強化及び促進並びに防犯意識の高揚を図るため、市民が自主的に防
犯活動を行うために結成した団体（防犯協会）が実施する事業に対して助成金を交
付する。

194 194 防災安全課

70 塩竈市 塩竈市自主防災組織助成
防災に対する市民の意識高揚及び組織の育成強化を図ることを目的に、自主防災
組織が防災マップを作成した場合、その費用の一部を助成する。

143 143 防災安全課

71 大崎市 精神障害者コミュニティサロン事業
閉じこもりがちな精神障害者に対し，安心して過ごせる場や集いの場を提供するこ
とにより外出の機会を増やし，もって孤立化を防ぐとともに，病気の再発防止を図る
ことにより精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加を促進する

3,628 3,240 社会福祉課

72 大崎市 大崎市手をつなぐ育成会事業
障害者の自立更生のため，社会参加事業を行うとともに地域住民の理解を求める
ための啓蒙活動を行う。

160 80 社会福祉課

73 大崎市 大崎市身体障害者福祉協会事業 身体障害者の社会参加・交流・健康増進活動を促進する 320 160 社会福祉課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】
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（単位：千
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（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

74 大崎市 おおさき産業フェア事業補助金
未来産業創造おおさきの設立記念事業として、おおさきの農・商・工が一同に会し
たイベントを開催し、組織のＰＲはもちろん、業種を超えた交流により、地域経済の
活性化の一助とする。

10,000 7,000 産業政策課

75 大崎市
未来産業創造おおさき関連事業補
助金

産業支援機関としての機能を有するためコーディネーターの人件費及び設立準備
経費を助成するもの。

6,185 6,185 産業政策課

76 気仙沼市
観光ボランティアガイド気仙沼補助
金

本市を訪れた観光客に対し、市内の観光地や文化財などを案内・紹介し、観光の
振興に寄与している当該会へ、予算の範囲内において補助金を交付する。

910 200 産業部観光課

77 気仙沼市 気仙沼市文化協会補助金
文化団体の自主活動を促進し、団体相互の連絡協調を図るとともに、本市文化の
向上発展に寄与する各種事業を実施している当該会へ、予算の範囲内において補
助金を交付する。

550 550
教育委員会生涯学
習課

78 気仙沼市
落合直文全国短歌大会事業補助
金

国文学者・近代短歌革新の先駆者である「落合直文」の業績を讃え、事績を顕彰す
る目的で短歌の全国大会を実施している当該会へ、予算の範囲内において補助金
を交付する。

76 76
教育委員会生涯学
習課

79 気仙沼市 気仙沼海の俳句全国大会補助金
俳句への関心と表現力等の高揚を図ることを目的として、海に関する俳句の全国
大会を実施している当該会へ、予算の範囲内において補助金を交付する。

76 76
教育委員会生涯学
習課

80 気仙沼市 気仙沼市体育協会運営費補助金
市民スポーツの普及・振興を目的とし各種スポーツ事業を展開している当該会へ、
予算の範囲内において補助金を交付する。

1,625 1,625
教育委員会生涯学
習課

81 気仙沼市 気仙沼市体育協会事業費補助金
気仙沼市を会場として開催される県大会規模以上の各種スポーツ大会を主催・主
管する気仙沼市体育協会加盟団体に対し，体育協会をつうじその開催経費の一部
を補助する。

150 150
教育委員会生涯学
習課

82 気仙沼市 市民運動会実行委員会補助金
市民スポーツの普及・振興及びコミュニティーづくりに寄与している、各地区市民運
動会実行委員会へ、予算の範囲内において補助金を交付する。

1,542 1,542
教育委員会生涯学
習課

83 気仙沼市
気仙沼市国際交流等推進事業助
成金

団体が行う国内・国外交流事業に係る経費（旅費を除く）のうち、事業の実施に当た
り必要とした経費で市長が認めたものに対し、その3分の１以内で市長が認めた額
を助成する。

0 0
企画部まちづくり推
進課
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84 気仙沼市 気仙沼市まちづくり事業補助金
市民が自ら企画し、自主的に取り組むまちづくり活動を支援し、市民のまちづくりに
対する意識の高揚と、個性豊かな活力あるまちづくりを推進するため、予算の範囲
内においてまちづくり事業補助金を交付する。

0 200
企画部まちづくり推
進課

85 白石市
白石市きらめき推進事業奨励補助
金

まちづくり協議会等が実施する文化・スポーツ・生涯学習等の地域振興にかかる事
業に対し補助する。

500 500 生涯学習課

86 白石市
生涯学習フェスティバル事業補助
金

市民が生涯学習に接する機会を広く設け、活力ある活気に満ちた白石を創り上げ
ていくため、市民から構成される実行委員会へ事業費を助成する。

1,200 1,200 生涯学習課

87 白石市 能等公演事業補助金
古典芸能、能・狂言の公演を安価に鑑賞する機会を設けることにより、市民文化の
向上を図るため、事業費の一部を助成する。

3,000 3,000 生涯学習課

88 白石市
みやぎ蔵王高原マラソン大会負担
金

みやぎ蔵王高原を拠点として、開催しているマラソン大会の運営費に対し助成す
る。

1500 1500 生涯学習課

89 白石市 白石市体育協会活動費補助金
加盟競技団体の育成強化及び全市的なスポーツ振興を図る目的で活動している協
会の活動を助成する。

950 950 生涯学習課

90 白石市
白石市子ども会育成会連合会補助
金

各学校区子ども会育成会相互の連絡調整を図りながら、地域の意見や情報交換を
行い育成会の推進を図ること及び子ども会の親子のリーダーを養成する活動に助
成する。

500 500 生涯学習課

91 白石市 白石市文化協会補助金
民主的文化団体の活動促進と各種文化団体及び会員相互の連絡調整を図りなが
ら、芸術文化鑑賞の機会を提供し、白石市の文化の向上発展と芸術文化の振興に
寄与することを目的とする活動に助成する。

400 400 生涯学習課

92 白石市
白石市地域婦人団体連絡協議会
補助金

地域婦人団体として組織の強化と活性化を図り、会員相互の親睦を深めるととも
に、時代に即応する住み良い地域社会づくりの推進に努める活動に助成する。

80 80 生涯学習課

93 白石市
白石市農村青尐年機能集団育成
補助金

農業に従事する青尐年間の仲間意識づくりの助長と相互間の技術研修を通じて農
業・農村の担い手としての育成強化を図るために助成する。

45 45 農林課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】
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94 白石市
白石市農村生活研究グループ育
成補助金

農村の活性化を図るとともに、生活研究活動を通して農家の生活の向上を図るた
めに助成する。

47 47 農林課

95 白石市
白石市認定農業者連絡協議会運
営補助金

認定農業者同士の連携と諸問題を共有することで、認定農業者の持っている経営
感覚に優れた技能で改善を図り、効率的な安定的な農業経営を確立し地域農業の
発展に寄与するために助成する。

85 85 農林課

96 白石市
水田高度利用団地化推進事業補
助金

水田農業経営確立のため、水稲の転作を推進するうえで、従来のバラ転作から集
団で取り組む農業者に対し、一定の団地化要件を満たした場合に助成する。

1700 1700 農林課

97 白石市
田舎暮らし体験ツアー事業費補助
金

市外在住者を対象に、農業や地場産品体験等を通して、白石市の地域資源をア
ピールし交流人口、定住人口の拡大を図る事業に助成する。

430 430 農林課

98 白石市 白石市緑化推進委員会補助金
緑化の推進と緑化思想の高揚を図り、豊かな緑と水に恵まれた生活環境づくり寄
与するために助成する。

600 600 農林課

99 白石市
白石市農作物有害鳥獣対策協議
会補助金

農林作物への野生鳥獣による被害防止を図り、農林業の安定と振興に資するた
め、有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲に要する経費に対し助成する。

550 550 農林課

100 白石市
白石地区交通安全協会運営補助
金

交通安全の思想普及、高揚を図り、事故防止運動を行うことに対し助成する。 400 400 生活環境課

101 白石市
白石市交通安全協会支部連絡会
運営補助金

各地区交通安全協会における交通運動の推進のために助成する。 120 120 生活環境課

102 白石市 白石市防犯協会連合会補助金
犯罪のない明るい社会を理想として、相互扶助の精神をもって犯罪を予防し、警察
活動に協力するとともに、各地区防犯協会の円滑な発展を助長する事業に助成す
る。

200 200 生活環境課

103 白石市 地域消費者団体育成事業補助金
消費生活の安全と知識の向上を図るため、地域の実情に応じた消費者行政を行う
事業に助成する。

50 50 生活環境課

104 白石市
白石市婦人防火クラブ連合会育成
補助金

地域及び家庭において、火災予防の思想普及、高揚を図り予防活動を徹底する事
業に助成する。

1,777 1,777 生活環境課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

105 白石市 白石市自主防災組織運営補助金
市民の防災意識の向上を図り、市民が安心して安全に生活することのできる環境
を確保するため、地域における防災体制の整備促進を支援するために助成する。

500 20 生活環境課

106 白石市 白石市自主防災組織設備補助金
市民の防災意識の向上を図り、市民が安心して安全に生活することのできる環境
を確保するため、地域における防災体制の整備促進を支援するために助成する。

500 50 生活環境課

107 白石市 老人クラブ連合会等活動費助成金
高齢者の生きがい活動として、老人の知識・経験を生かした社会活動を行う等、老
後の生活を豊かにし、明るい長寿社会づくりに資する事業に助成する。

3,333 3,333 長寿課

108 白石市
白石市食生活改善推進員会（ヘル
スメイト白石）助成金

　市が養成したボランティア団体である食生活改善推進員会による地域住民への
健康づくりのための食生活改善等の普及事業に対し、その活動費を助成する。

50 50 健康推進課

109 白石市
児童館母親クラブ活動事業費補助
金

児童の健全育成を図る母親クラブの活動の一部を助成する 340 340 子ども家庭課

110 白石市 第３４回こどもまつり負担金
次世代を担う市内の子どもたちに、野外活動・レクリエーション等を通じ、子どもの
豊かな人間関係と相互の親睦交流を深めることを目的に開催している「こどもまつ
り」に対する負担金

45 45 子ども家庭課

111 白石市
白石商店会連合会振興事業補助
金

市内商店会の共同事業及び調査研究を行い、商店街の活性化に資するための事
業に助成する。

230 230 商工観光課

112 白石市 白石商店街活性化対策助成金
中心市街地商店街の賑わいを創出するため、各商店会や商店街の意欲のある団
体へ活動資金を助成する。

5,160 5,160 商工観光課

113 白石市 白石春まつり行事補助金
白石市の観光の振興及び文化の承継を図るため、春まつりの経費の一部を助成す
る。

1,900 1,900 商工観光課

114 白石市 白石夏まつり行事補助金
白石市の観光の振興及び文化の承継を図るため、夏まつりの経費の一部を助成す
る。

1,600 1,600 商工観光課

115 白石市
ポストDC着地型団体（仙台・宮城
観光キャンペーン白石市推進協議
会）支援事業

観光交流人口増加と地域活性化を図るため、DCで培った連携を活用し市民参加と
共感を持てる各種事業やイベントを実施する。

100 100 商工観光課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

116 白石市
白石市地域コミュニティ育成支援
事業補助金

共汗、共学、共生の「市民総参画の共創」によるまちづくりを推進する地域づくり団
体等が行う事業に対し、その事業費の一部を助成する。

1,000 100 企画情報課

117 白石市
白石市民活動支援センター運営補
助金

市民活動団体のＮＰＯ活動の育成支援を目的に、NPO活動の中間支援施設である
白石市民活動支援センターの運営費の一部を助成する。

420 420 企画情報課

118 白石市 白石地域パワーアップ事業補助金
「４万人復活大作戦に呼応し、市の地域資源である白石城や片倉氏の城下町とし
ての歴史資源を活かしながら市民が主体となって活力のある元気な地域づくりを行
うことを目的に「鬼小十郎まつり」事業等を助成する。

2,200 2,200 企画情報課

119 名取市 協働事業提案制度
市民活動団体から協働提案事業について募集し、事業として採択された事業は翌
年度に実施する。委託・共催・補助の三つの協働形態がある。平成２１年度は３事
業実施し、うち１事業を補助事業とした。（※残りは委託事業）

2,500 500
男女共同・市民参画
推進室

120 角田市 一時保育助成事業補助金
一時的及び緊急的な保育の需要に対応するため、自主的に一時的な保育に取り
組む団体に対して補助する。

2,880 子ども家庭課

121 角田市 低年齢児保育施設運営費補助金
認可外保育施設を利用する3歳未満の保育に欠ける乳幼児の福祉の向上のため、
運営費を補助する。

2,684 子ども家庭課

122 角田市 協働のまちづくり推進事業補助金
交流の推進、定住、角田ブランドの推進など特色のあるまちづくりに取り組む団体
の事業費補助として、事業費の一部を助成する。

3,000 300 政策企画課

123 多賀城市
平成２１年度多賀城市市民活動団
体助成事業

多賀城市で活動する市民活動団体に対し、助成金を交付する。
助成団体は公募・プレゼンテーションにより決定し、１団体につき最大３年までの助
成を行うサンセット方式を採用する。

800 100
総務部地域コミュニ
ティ課

124 岩沼市 岩沼市交流促進助成金 市民団体が講習会等を開催して交流する場合に、その経費を助成する 800 800 さわやか市政推進課

125 岩沼市 岩沼市民交流協会補助金 岩沼市民交流協会の運営補助金 806 806 さわやか市政推進課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

126 岩沼市 岩沼市母子寡婦福祉会助成事業
会員の交流を図りながら母子・寡婦家庭の相互支援と自立を図ることを目的として
活動している。

144 子ども福祉課

127 岩沼市 保育園等活動支援事業
就労している親の子育てを支援するため、民間の岩沼保育ママの会の家庭的保育
について支援する。

90 子ども福祉課

128 岩沼市 芸術文化振興事業
文化団体である「リバーサイドブラス実行委員会」に対して共催負担金という名称で
財政的支援を行っている。

240 市民会館

129 岩沼市 芸術文化振興事業
文化団体である「いわぬま市民劇団ウイープ」に対して共催負担金という名称で財
政的支援を行っている。

120 市民会館

130 岩沼市 芸術文化振興事業
文化団体である「みんなで歌う第九の会」に対して共催負担金という名称で財政的
支援を行っている。

640 市民会館

131 岩沼市
岩沼小学校区子ども会育成会補助
金

岩沼小学校区に居住する地域住民が相互協力し、子ども会の健全育成を図ること
を目的として活動している団体の活動費を補助する。

50 中央公民館

132 岩沼市
岩沼南小学校区子ども会育成会補
助金

岩沼南小学校区に居住する地域住民が相互協力し、子ども会の健全育成を図るこ
とを目的として活動している団体の活動費を補助する。

50 中央公民館

133 岩沼市 岩沼市文化協会補助金
各種文化団体の活動促進を図り、市民文化の向上発展を寄与することを目的とし
て活動している団体の活動費を補助する。

90 中央公民館

134 岩沼市 岩沼市生活学校補助金
生活学校運動を効果的に推進し、豊かな市民生活の実現のため活動している団体
の活動費を補助する。

30 中央公民館



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

135 東松島市 地域まちづくり交付金
　市内の各自治協議会が策定する地域まちづくり計画に基づく事業に対して交付金
を交付するもの。また、自治協議会以外の団体を対象とした一般提案枠として、市
民を対象としたまちづくり活動に対して交付金を交付するもの。

37,721
一般提案枠

（１件あたり）
300

総務部市民協働課

助成限度額は提
案項目によって異
なります。
合併5周年（300千
円）
チャレンジ（100千
円）
バリューアップ（50
千円）

136 登米市

登米市地域協働まちづくり事業補
助金
（全市型）（地域型）（パートナーシッ
プ型）

市内に活動拠点を有する市民活動団体が、地域の活性化に向けた自主的な活動
を行う経費に対し、市が支援を行う。

4,611 1,000 市民活動支援課

137 栗原市 栗原市観光物産協会補助金 観光と物産の振興を図るために、イベントやキャンペーン、物産販売等を実施。 4,700 4,700 田園観光課

138 栗原市 金成春まつり（弓道大会）補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

139 栗原市 つきだて春まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

140 栗原市
第１８回宮城神輿フェスティバル補
助金

地域の活性化を目的としたイベント。 280 280 田園観光課

141 栗原市 第23回せみね桜まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 2300 2300 田園観光課

142 栗原市 若柳桜まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 760 760 田園観光課

143 栗原市 くりこま山車まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 4,000 4,000 田園観光課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

144 栗原市 伊豆沼・内沼はすまつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

145 栗原市 つきだて夏まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 400 400 田園観光課

146 栗原市 金成夏まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 400 400 田園観光課

147 栗原市 瀬峰夏まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 490 490 田園観光課

148 栗原市 志波姫まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 1,500 1,500 田園観光課

149 栗原市 うぐいすの里夏まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 1,600 1,600 田園観光課

150 栗原市 一迫夏まつり花火大会補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

151 栗原市
泉のふるさと高清水夏まつり補助
金

地域の活性化を目的としたイベント。 530 530 田園観光課

152 栗原市 栗駒ふるさとまつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 80 80 田園観光課

153 栗原市 若柳夏まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 5,000 5,000 田園観光課

154 栗原市 栗駒花火大会補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

155 栗原市 しづはた姫コンテスト補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

156 栗原市
栗原「秋・夢まつり」大空と遊ぼう補
助金

地域の活性化を目的としたイベント。 300 300 田園観光課

157 栗原市 花山・湖秋まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 1,100 1,100 田園観光課

158 栗原市 つきだて薬師まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 2,700 2,700 田園観光課

159 栗原市 花山雪っこまつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 1,000 1,000 田園観光課

160 栗原市 栗南公園を守る会補助金 地域のコミュニティの場として、公園の管理を行う。 25 25 田園観光課

161 栗原市 くりこま高原温泉郷協議会補助金 地域の観光事業の発展を図るための団体補助。 142 142 田園観光課

162 栗原市 金田火伏せまつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。（４年に１回） 1,500 1,500 田園観光課

163 栗原市 一迫地区イベント事業補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 3,990 3,990 田園観光課

164 栗原市 金田森フェスティバル補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 330 330 田園観光課

165 栗原市 花山鉄砲まつり補助金 地域の活性化を目的としたイベント。 700 700 田園観光課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

166 七ヶ宿町 まちづくり団体助成事業 別紙要綱のとおり
１事業につき　５０

万円以下
総務課企画係

167 大河原町
元気なまちづくり活動支援補助金
交付事業

住民グループやボランティア団体（ＮＰＯ）の行う自主的なまちづくり活動（公益事
業）に補助金（対象経費の３/４）を交付し、協働のまちづくりを推進する。

500 100 企画財政課

168 大河原町
防犯活動推進事業（防犯協会補助
金）

地域における安全・安心を確保する地域防犯活動を支援する。 128 128 総務課

169 大河原町 地域組織活動支援事業 児童の健全育成のための子育てボランティア団体の活動を支援。 304 304
子ども家庭課
児童センター、児童
館

２か所

170 柴田町 地域づくり事業補助金
町民等が主体となって行う、地域の個性及び資源を生かし創意と工夫を凝らした独
創的、個性的で魅力ある地域づくりへの取り組みを支援するため、予算の範囲内に
おいて、事業費の一部を助成する。

200
補助対象経費の
1/2以内で200千
円を限度とする

まちづくり政策課

171 利府町 まちづくり支援事業補助金 町民が自ら創意工夫により、自主的・自発的に取り組むまちづくり事業 0 １団体200 生活環境課 6月補正対応

172 大和町 まちづくり活動推進会
町民が自主的に活動するサークル・団体等でまちづくり事業に関するテーマを中心
に活動。

300
（１団体）

300
総務まちづくり課

173 大和町 宮床むらづくり委員会 宮床地区の歴史・文化を保存継承し、まちづくりに寄与。 200 200 総務まちづくり課

174 大和町 婦人防火クラブ連合会 地域防火意識向上のための活動。 340 340 総務まちづくり課

175 大和町 児童館母親クラブ 地域子育て支援活動 740 740 教育総務課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

176 大和町 手をつなぐ親の会 障害者の社会復帰と自立を図り社会参加を促進 30 30 保健福祉課

177 大和町 婦人会連絡協議会 地域の活性化と会員相互の親睦を深め住みよい社会づくりへの活動 120 120 生涯学習課

178 大和町 文化協会 芸術・文化活動を通し、まちづくりに寄与。 100 100 生涯学習課

179 大和町 連合青年団 町内青年の交流を通しまちづくりに寄与。 100 100 生涯学習課

180 大和町 まほろばまちづくり協議会
大和町の特色あるまちづくりの促進を目的ととし、歴史とのふれあい・自然とのふれ
あい・人と人とのふれあいに関する事業を実施。

250 250 総務まちづくり課

181 大和町 大和町ふるさと産品開発協議会
宮床ダム周辺施設並びに宮床歴史の村関連施設と連携して、歴史ある伝統工芸
の保存と後継者の育成、体験活動の推進、新たな工芸の導入や地場産品の開発
販売。

300 300 総務まちづくり課

182 大和町 まちづくり遊楽塾
町民全体の親睦・交流が図れる事業、地域おこし・地域活性化とりくみ活動支援事
業、地域の文化芸術振興活動支援事業を実施。

200 200 総務まちづくり課

183 涌谷町
地域密着型介護施設等整備費補
助金

事務費、建設補助 31,227 0 地域福祉課
特定非営利活動
法人ひまわり

184 南三陸町
南三陸町障害者福祉活動等事業
費補助金

障害者とその家族を対象としたスポーツ・レクリェーション教室の開催等運営費に対
し補助するもの

100 50 保健福祉課

185 南三陸町
南三陸町ボランティア推進協議会
運営費補助金

町民の社会福祉に関する活動への参加を促進するため、ボランティア活動の実践
団体である南三陸町ボランティア推進協議会の育成支援を図ることを目的とし、そ
の運営に要する経費の一部について、補助するもの。

295 50 保健福祉課



ＮＰＯ活動への支援策
【ＮＰＯ対象補助金・助成金制度】

No． 市町村名 補助金・助成金制度（事業）の名称 事業内容

事業費
（予算額）
（単位：千

円）

補助金・助成金
等の

助成限度額
（単位：千円）

担当課名 備考

（別紙３）【平成２２年４月１日現在】

186 南三陸町 おらほのまちづくり支援事業
公益活動または集いとまち（地域）の賑わいを創出するための事業を、自主的・自
発的に実施する団体に対して町が応援する提案公募型の補助制度

3500
公益事業　300

賑わい事業　500
企画課

計１８６事業（２０市町村）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）昨年度調査結果　計１０５事業（１８市町村）


